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(注) 1. 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

2. 上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類  

株式（非上場）の配当の状況については、後述の「種類株式の配当の状況」をご覧下さい。 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無 
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四半期報告書提出予定日 平成24年８月10日 配当支払開始予定日 －

(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期第１四半期 63,419 11.7 △375 － △775 － △1,339 －

24年３月期第１四半期 56,778 △7.3 △8 － △444 － △418 －

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 △1,220百万円(―％) 24年３月期第１四半期 △425百万円(―％)

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後 
１株当たり 

四半期純利益
円 銭 円 銭

25年３月期第１四半期 △4.22 ─
24年３月期第１四半期 △1.47 ─

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期 204,701 20,810 8.7

24年３月期 233,608 22,004 8.2

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 17,792百万円 24年３月期 19,091百万円

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年３月期 ─ 0.00 ─ 0.00 0.00

25年３月期 ─

25年３月期(予想) 0.00 ─ 0.00 0.00

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり 
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 129,000 △0.7 △700 － △1,400 － △1,500 － △3.58
通期 320,000 2.1 5,700 21.5 4,100 23.8 2,100 52.8 5.02

aae03049
スタンプ



 

 

 
  

  

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外です。また、四半期連

結財務諸表に対する四半期レビュー手続は本日終了する予定です。 

  

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理

的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性

があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、

【添付資料】Ｐ.２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

※注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規 ― 社 （  ―  )、除外 ― 社 (  ―  )

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期１Ｑ 338,989,667株 24年３月期 288,989,667株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 448,863株 24年３月期 447,922株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 317,112,820株 24年３月期１Ｑ 284,616,732株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



 

  

 
(注) 25年３月期の配当については未定です。 

  

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無 

  

種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年３月期

第二回Ａ種優先株式 ─ 0.00 ─ 0.00 0.00

第三回Ｃ種優先株式 ─ 0.00 ─ 0.00 0.00

第三回Ｄ種優先株式 ─ 0.00 ─ 0.00 0.00

個別業績予想

平成25年３月期の個別業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり 
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 100,000 △3.3 △900 － △1,400 － △1,500 － △3.58

通期 250,000 1.2 2,900 26.3 2,000 44.0 1,200 66.9 2.86
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要などにより緩やかに回復しつつあるもの

の、欧州債務危機や円高の長期化、電力制限の先行き懸念など、依然として先行きは不透明な状況が続

いています。 

国内建設市場におきましては、公共投資は補正予算の執行に伴い増加に転じ、民間住宅投資も首都圏

を中心に回復の動きが見られました。しかしながら、民間設備投資の動きは未だに鈍く、加えて労務費

の高騰や受注競争の激化など経営環境は厳しい状況が続きました。 

こうした状況下、当社グループの当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高634億円（前年

同四半期比66億円増加）、経常損失８億円（前年同四半期経常損失４億円）、四半期純損失13億円（前

年同四半期純損失４億円）となりました。 

なお、通常の営業形態として、工事の完成引渡しが第４四半期に偏るという季節要因があるため、第

１四半期の経営成績は、全般的に通期の業績予想に対し進捗率が低くなる傾向があります。 

  

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて289億円減少し、2,047億円と

なりました。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等の減少によるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて277億円減少し、1,839億円となりました。主な要因は、支払

手形・工事未払金等及び短期借入金の減少によるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて12億円減少し、208億円となりました。また、当第１四半

期連結会計期間末の自己資本比率は8.7％となりました。 

  

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきまして、現時点においては、平成24年５月10日付

の公表から変更はありません。 

  

「１. 当四半期決算に関する定性的情報」における金額の表示（億円単位）については、単位未満四

捨五入により表示しています。 

  

税金費用の算定方法 

当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効

税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて算定しています。  

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してい

ます。これによる損益に与える影響は軽微です。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 34,897 36,849 

受取手形・完成工事未収入金等 115,418 79,026 

未成工事支出金等 22,471 28,740 

その他 11,869 12,466 

貸倒引当金 △531 △420 

流動資産合計 184,124 156,662 

固定資産   

有形固定資産 22,807 22,770 

無形固定資産 2,294 2,237 

投資その他の資産   

長期営業外未収入金 37,425 33,074 

その他 33,014 32,569 

貸倒引当金 △46,058 △42,612 

投資その他の資産合計 24,381 23,031 

固定資産合計 49,483 48,039 

資産合計 233,608 204,701 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 118,786 102,015 

短期借入金 20,579 9,454 

未成工事受入金 29,433 34,430 

完成工事補償引当金 939 948 

工事損失引当金 1,624 1,232 

訴訟等損失引当金 862 869 

その他 15,065 10,528 

流動負債合計 187,291 159,479 

固定負債   

長期借入金 2,413 2,254 

退職給付引当金 16,662 16,978 

その他 5,237 5,178 

固定負債合計 24,313 24,411 

負債合計 211,604 183,891 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,003 12,003 

資本剰余金 481 480 

利益剰余金 7,771 6,432 

自己株式 △241 △241 

株主資本合計 20,014 18,675 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △137 △192 

繰延ヘッジ損益 30 △11 

土地再評価差額金 39 39 

為替換算調整勘定 △856 △719 

その他の包括利益累計額合計 △923 △883 

少数株主持分 2,913 3,018 

純資産合計 22,004 20,810 

負債純資産合計 233,608 204,701 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
   四半期連結損益計算書 

   第１四半期連結累計期間 

 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 56,778 63,419 

売上原価 53,257 60,374 

売上総利益 3,520 3,044 

販売費及び一般管理費 3,528 3,420 

営業損失（△） △8 △375 

営業外収益   

受取利息 79 116 

受取配当金 15 19 

保険配当金等 9 7 

その他 80 81 

営業外収益合計 186 224 

営業外費用   

支払利息 170 180 

為替差損 125 173 

その他 325 271 

営業外費用合計 622 624 

経常損失（△） △444 △775 

特別利益   

固定資産売却益 4 2 

その他 0 0 

特別利益合計 4 2 

特別損失   

固定資産処分損 5 3 

投資有価証券評価損 1 185 

和解費用 － 114 

その他 － 37 

特別損失合計 6 340 

税金等調整前四半期純損失（△） △446 △1,113 

法人税等 8 180 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △454 △1,293 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △35 45 

四半期純損失（△） △418 △1,339 
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △454 △1,293 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △21 △55 

繰延ヘッジ損益 － △41 

為替換算調整勘定 44 163 

持分法適用会社に対する持分相当額 5 5 

その他の包括利益合計 29 72 

四半期包括利益 △425 △1,220 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △396 △1,298 

少数株主に係る四半期包括利益 △28 78 
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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４. (参考) 四半期個別財務諸表

  (１) (要約) 四半期貸借対照表

（単位：百万円）

前事業年度 当第１四半期会計期間

(平成24年３月31日) (平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 20,743 21,333

受取手形 744 1,365

完成工事未収入金 97,664 65,348

未成工事支出金 17,421 21,698

立替金 5,750 5,962

その他 15,433 15,935

貸倒引当金 △1,040 △933

流動資産合計 156,716 130,710

固定資産

有形固定資産 8,303 8,221

無形固定資産 1,650 1,588

投資その他の資産

長期営業外未収入金 37,991 33,641

その他 32,190 31,639

貸倒引当金 △48,111 △44,700

投資その他の資産合計 22,071 20,579

固定資産合計 32,025 30,388

資産合計 188,742 161,099

負債の部

流動負債

支払手形 37,593 41,228

工事未払金 61,545 43,072

短期借入金 20,389 10,995

未成工事受入金 22,526 24,761

完成工事補償引当金 888 888

工事損失引当金 1,521 1,142

訴訟等損失引当金 862 869

その他 12,576 8,415

流動負債合計 157,903 131,373

固定負債

長期借入金 2,116 1,966

退職給付引当金 14,635 14,932

その他 279 267

固定負債合計 17,032 17,166

負債合計 174,936 148,539

純資産の部

株主資本

資本金 12,003 12,003

資本剰余金 400 400

利益剰余金 1,737 585

自己株式 △241 △241

株主資本合計 13,900 12,747

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △124 △177

繰延ヘッジ損益 30 △11

評価・換算差額等合計 △94 △188

純資産合計 13,805 12,559

負債純資産合計 188,742 161,099
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(２) (要約) 四半期損益計算書

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間
(自 平成23年４月１日 (自 平成24年４月１日
 至 平成23年６月30日)  至 平成24年６月30日)

完成工事高 43,954 47,350

完成工事原価 41,451 45,629

完成工事総利益 2,503 1,721

販売費及び一般管理費 2,522 2,403

営業損失（△） △18 △681

営業外収益 246 418

営業外費用 521 531

経常損失（△） △293 △794

特別利益 － 0

特別損失 5 326

税引前四半期純損失（△） △299 △1,121

法人税等 34 31

四半期純損失（△） △333 △1,152
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 (％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率） 

  

  

５. 補足情報

(１) 個別受注工事高・完成工事高・繰越工事高の状況

 個別受注工事高
前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

増  減(自 平成23年４月１日 (自 平成24年４月１日
至 平成23年６月30日) 至 平成24年６月30日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 増減率(％)

土 
木 
工 
事

国内官公庁 6,149 9,215 3,066 49.9
国内民間 3,662 2,263 △1,398 △38.2
海  外 △1,396 △630 766 ―
合    計 8,414 21.5 10,849 23.2 2,434 28.9

建 
築 
工 
事

国内官公庁 255 998 743 291.1
国内民間 28,545 33,186 4,640 16.3
海  外 1,846 1,684 △161 △8.7
合    計 30,647 78.5 35,870 76.8 5,222 17.0

合 
  
 
計

国内官公庁 6,404 [16.4] 10,214 [21.9] 3,809 59.5
国内民間 32,208 [82.5] 35,450 [75.9] 3,241 10.1
海  外 449 [1.1] 1,054 [2.2] 605 134.7

(内グループ) (9,631) (24.7) (24,915) (53.3) (15,283) 158.7
合    計 39,062 100 46,719 100 7,657 19.6

 個別完成工事高
前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

増  減(自 平成23年４月１日 (自 平成24年４月１日
至 平成23年６月30日) 至 平成24年６月30日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 増減率(％)

土 
木 
工 
事

国内官公庁 11,032 11,091 58 0.5
国内民間 3,092 2,150 △942 △30.5
海  外 2,332 3,861 1,529 65.5
合    計 16,458 37.4 17,103 36.1 645 3.9

建 
築 
工 
事

国内官公庁 196 232 35 18.1
国内民間 24,724 23,998 △725 △2.9
海  外 2,575 6,016 3,441 133.6
合    計 27,496 62.6 30,247 63.9 2,750 10.0

合 
  
 
計

国内官公庁 11,229 [25.5] 11,323 [23.9] 94 0.8
国内民間 27,817 [63.3] 26,149 [55.2] △1,668 △6.0
海  外 4,908 [11.2] 9,878 [20.9] 4,970 101.3

(内グループ) (14,266) (32.5) (12,298) (26.0) (1,968) △13.8
合    計 43,954 100 47,350 100 3,396 7.7

 個別繰越工事高
前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

増  減(自 平成23年４月１日 (自 平成24年４月１日
至 平成23年６月30日) 至 平成24年６月30日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 増減率(％)

土 
木 
工 
事

国内官公庁 66,239 84,908 18,669 28.2
国内民間 17,177 16,847 △330 △1.9
海  外 33,354 27,191 △6,162 △18.5
合    計 116,770 41.3 128,947 42.5 12,177 10.4

建 
築 
工 
事

国内官公庁 1,412 3,546 2,133 151.1
国内民間 149,780 159,752 9,972 6.7
海  外 15,025 11,013 △4,012 △26.7
合    計 166,218 58.7 174,312 57.5 8,094 4.9

合 
  
 
計

国内官公庁 67,651 [23.9] 88,455 [29.2] 20,803 30.8
国内民間 166,957 [59.0] 176,599 [58.2] 9,642 5.8
海  外 48,380 [17.1] 38,205 [12.6] △10,174 △21.0

(内グループ) (77,581) (27.4) (84,135) (27.7) (6,554) 8.4
合    計 282,988 100 303,260 100 20,271 7.2

(２) 個別受注予想

第２四半期累計期間 通期

百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期予想 96,000 2.0 255,000 △3.1

24年３月期実績 94,084 0.4 263,048 11.9
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